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（訂正）「平成21年６月期 決算短信」の一部訂正について 

 
 平成 21 年８月 14 日付で発表いたしました「平成 21 年６月期 決算短信」の記載につき、一部誤りがありま
した。 
 深くお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 
 訂正箇所は、  にて表示しております。 
  

記 
 
 １．21年６月期の連結業績（平成20年７月１日～平成21年６月30日） 
【訂正前】Ｐ１ 
（1）連結経営成績                             （%表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益      経常利益      当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年６月期 206 △60.4 △176 － △170 － △246 － 
20年６月期 521 26.5 △272 － △271 － △516 －  

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期 

純利益 

自己資本当期純利
益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率 

 円銭 円銭 ％ ％ ％ 

21年６月期 △2,383.74 －          △118.9     △52.8     △85.5 
20年６月期 △5,000.05 －           △88.8     △32.5     △52.2 

  （参考）持分法投資損益  21年６月期 △2百万円   20年６月期 △4百万円 
 

（2）連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円銭 

21年６月期 306 104 32.4 960.11 
20年６月期 339 323 92.7 3,048.17 

   （参考）自己資本  21年６月期 99百万円   20年６月期 314百万円 
 
【訂正後】Ｐ１ 
（1）連結経営成績                             （%表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益      経常利益      当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年６月期 206 △60.4 △176 － △167 － △243 － 
20年６月期 521 26.5 △272 － △271 － △516 －  

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期 

純利益 

自己資本当期純利
益率 

総資産経常利益率 売上高営業利益率 

 円銭 円銭 ％ ％ ％ 

21年６月期 △2,355.25 －          △116.7     △51.6     △85.5 
20年６月期 △5,000.05 －           △88.8     △32.5     △52.2 

  （参考）持分法投資損益  21年６月期 △5百万円   20年６月期 △4百万円 
 

（2）連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円銭 

21年６月期 309 107 33.0 988.59 
20年６月期 339 323 92.7 3,048.17 

   （参考）自己資本  21年６月期 102百万円   20年６月期 314百万円 
 



１．経営成績 
 （1）経営成績に関する分析 
【訂正前】Ｐ３ 

   （省略） 
売上高 206,710千円 （前年同期比 60.4%減） 
営業損失 176,696千円 （前年同期 営業損失272,570千円） 
経常損失 170,379千円 （前年同期 経常損失271,686千円） 
当期純損失 246,097千円 （前年同期 当期純損失516,204千円） 

 
【訂正後】Ｐ３ 

   （省略） 
売上高 206,710千円 （前年同期比 60.4%減） 
営業損失 176,696千円 （前年同期 営業損失272,570千円） 
経常損失 167,438千円 （前年同期 経常損失271,686千円） 
当期純損失 243,156千円 （前年同期 当期純損失516,204千円） 

 
 （2）財政状態に関する分析 
   ①キャッシュ・フローの状況 
【訂正前】Ｐ３ 

     当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として、税金等調整前当

期純損失 243,182 千円、短期借入れによる収入 105,300 千円、仕入債務の増加額 83,199 千円等により、

全体では前連結会計年度末と比較して26,826千円減少し、当連結会計年度末では98,981千円となりまし

た。 
   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
     営業活動により使用した資金は、140,757 千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失

243,182千円、仕入債務の増加額83,199千円、貸倒引当金の増加額11,105千円等によるものであります。 
 
【訂正後】Ｐ３ 

     当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として、税金等調整前当

期純損失 240,241 千円、短期借入れによる収入 105,300 千円、仕入債務の増加額 83,199 千円等により、

全体では前連結会計年度末と比較して26,826千円減少し、当連結会計年度末では98,981千円となりまし

た。 
   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
     営業活動により使用した資金は、140,757 千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失

240,241千円、仕入債務の増加額83,199千円、貸倒引当金の増加額11,105千円等によるものであります。 
 
【訂正前】Ｐ４ 

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 

自己資本比率 82.0% 63.7% 92.7% 32.4% 

時価ベースの自己資本比率 286.8% 60.8% 75.4% 92.7% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.4年 － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 406.7倍 － － － 

 
【訂正後】Ｐ４ 

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 

自己資本比率 82.0% 63.7% 92.7% 33.0% 

時価ベースの自己資本比率 286.8% 60.8% 75.4% 91.8% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.4年 － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 406.7倍 － － － 

 



４．連結財務諸表 
【訂正前】Ｐ12～P18 
（1）連結貸借対照表 

 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成20年６月30日） （平成21年６月30日） 

 資産の部     

  流動資産 

     現金及び預金 135,809 98,981 

   受取手形及び売掛金 29,983 72,873 

   未収入金 30,872 28,345 

   その他 6,224 10,944 

   貸倒引当金 △ 19,989 △ 28,480 

   流動資産合計 182,900 182,664 

  固定資産     

   有形固定資産 

      建物及び構築物 870 － 

     減価償却累計額 △ 181 － 

     建物及び構築物（純額） 689 － 

    機械装置及び運搬具 258 － 

     減価償却累計額 △ 248 － 

     機械装置及び運搬具（純額） 10 － 

    その他 6,618 5,364 

     減価償却累計額 △ 4,592 △ 3,785 

     その他（純額） 2,025 1,579 

    有形固定資産合計 2,725 1,579 

   無形固定資産     

    ソフトウエア 307 1,371 

    その他 84 84 

    無形固定資産合計 391 1,455 

   投資その他の資産     

    投資有価証券 144,607 97,451 

    差入保証金 12,050 20,285 

    その他 9,198 17,839 

    貸倒引当金 △ 12,387 △ 15,003 

    投資その他の資産合計 153,468 120,572 

   固定資産合計 156,584 123,607 

  資産合計 339,484 306,271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成20年６月30日） （平成21年６月30日） 

 負債の部     

  流動負債 

     支払手形及び買掛金 675 83,874 

   短期借入金 － 105,300 

   未払法人税等 3,137 3,594 

   その他 11,780 8,580 

   流動負債合計 15,593 201,349 

  固定負債 

     繰延税金負債 － 167 

   固定負債合計 － 167 

  負債合計 15,593 201,516 

 純資産の部 

    株主資本     

   資本金 617,207 617,207 

   資本剰余金 522,663 522,663 

   利益剰余金 △ 794,885 △ 1,040,982 

   株主資本合計 344,985 98,888 

  評価・換算差額等 

     その他有価証券評価差額金 △ 30,292 232 

   評価・換算差額等合計 △ 30,292 232 

  新株予約権 9,198 5,634 

  純資産合計 323,891 104,755 

 負債純資産合計 339,484 306,271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（2）連結損益計算書 
 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

   （自 平成19年７月１日   （自 平成20年７月１日 

       至 平成20年６月30日）     至 平成21年６月30日） 

売上高 521,685 206,710 

売上原価 369,871 164,677 

売上総利益 151,813 42,033 

販売費及び一般管理費 424,384 218,729 

営業損失（△） △ 272,570 △ 176,696 

営業外収益 

   受取利息 3,221 664 

 受取配当金 605 30 

 持分法による投資利益 － 2,636 

 受取手数料 － 1,264 

 税金等還付金 － 3,002 

 その他 1,873 2,360 

 営業外収益合計 5,699 9,959 

営業外費用 

   支払利息 4,139 3,036 

 雑損失 677 15 

 その他 － 589 

 営業外費用合計 4,816 3,642 

経常損失（△） △ 271,686 △ 170,379 

特別利益 

   投資有価証券売却益 4,054 － 

 前期損益修正益 － 3,851 

 固定資産売却益 15 － 

 貸倒引当金戻入額 736 2,551 

 新株予約権戻入益 － 3,564 

 特別利益合計 4,806 9,966 

特別損失     

 前期損益修正損 9,999 － 

 投資有価証券評価損 146,286 58,422 

 投資有価証券売却損 1,334 7,633 

 固定資産売却損 － 8 

 固定資産除却損 5,252 － 

 貸倒引当金繰入額 17,325 13,656 

 自己新株予約権評価損 29,757 － 

 事務所移転損失 5,997 3,047 

 持分変動損失 44,153 － 

 特別損失合計 260,106 82,769 

税金等調整前当期純損失（△） △ 526,986 △ 243,182 

法人税、住民税及び事業税 3,068 2,915 

法人税等合計 3,068 2,915 

少数株主損失（△） △ 13,850 － 

当期純損失（△） △ 516,204 △ 246,097 

 
 
 



（3）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

 （自 平成19年７月１日  （自 平成20年７月１日 

     至 平成20年６月30日）    至 平成21年６月30日） 

株主資本     

 資本金 

    前期末残高 617,207 617,207 

  当期変動額 

     当期変動額合計 － － 

  当期末残高 617,207 617,207 

 資本剰余金     

  前期末残高 522,663 522,663 

  当期変動額     

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 522,663 522,663 

 利益剰余金 

    前期末残高 △ 283,837 △ 794,885 

  当期変動額 

     連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 － 

   当期純損失（△） △ 516,204 △ 246,097 

   当期変動額合計 △ 511,048 △ 246,097 

  当期末残高 △ 794,885 △ 1,040,982 

 株主資本合計     

  前期末残高 856,034 344,985 

  当期変動額     

   連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 － 

   当期純損失（△） △ 516,204 △ 246,097 

   当期変動額合計 △ 511,048 △ 246,097 

  当期末残高 344,985 98,888 

評価・換算差額等 

   その他有価証券評価差額金     

  前期末残高 △ 8,612 △ 30,292 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 21,679 30,525 

   当期変動額合計 △ 21,679 30,525 

  当期末残高 △ 30,292 232 

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高 △ 8,612 △ 30,292 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 21,679 30,525 

   当期変動額合計 △ 21,679 30,525 

  当期末残高 △ 30,292 232 

 
 
 
 
 
 



 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

 （自 平成19年７月１日  （自 平成20年７月１日 

     至 平成20年６月30日）    至 平成21年６月30日） 

新株予約権     

 前期末残高 △ 20,559 9,198 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,757 △ 3,564 

  当期変動額合計 29,757 △ 3,564 

 当期末残高 9,198 5,634 

少数株主持分     

 前期末残高 150,223 － 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 150,223 － 

  当期変動額合計 △ 150,223 － 

 当期末残高 － － 

純資産合計     

 前期末残高 977,086 323,891 

 当期末残高     

  連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 － 

  当期純損失（△） △ 516,204 △ 246,097 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 142,146 26,961 

  当期変動額合計 △ 653,194 △ 219,135 

 当期末残高 323,891 104,755 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

 （自 平成19年７月１日  （自 平成20年７月１日 

     至 平成20年６月30日）    至 平成21年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純損失（△） △ 526,986 △ 243,182 

 減価償却費 3,939 2,157 

 のれん償却額 2,858 － 

 負ののれん償却額 △ 146 － 

 為替差損益（△は益） 55 589 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 2,999 11,105 

 受取利息及び受取配当金 △ 3,826 △ 694 

 支払利息 4,139 3,036 

 投資有価証券売却益 △ 4,054 － 

 投資有価証券売却損 1,334 7,633 

 投資有価証券評価損益（△は益） 146,286 58,422 

 固定資産除却損 5,252 － 

 自己新株予約権評価損 29,757 △ 3,564 

 持分法による投資損益（△は益） － △ 2,636 

 事務所移転損失 5,997 3,047 

 売上債権の増減額（△は増加） 92,971 △ 42,889 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 92,857 － 

 前渡金の増減額（△は増加） △ 300 300 

 有価証券の減少額（増加額） 112,701 － 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,277 △ 4,498 

 差入保証金の増減額（△は増加） △ 14,599 － 

 長期前払費用の増減額（△は増加） 28,984 △ 4,205 

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 32,040 83,199 

 破産更生債権の減少額（増加額） 14,700 － 

 未払金の増減額（△は減少） 1,538 △ 6,242 

 未払費用の増減額（△は減少） △ 7,359 348 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △ 2,747 △ 632 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △ 7,274 968 

 その他 △ 36,791 △ 578 

 小計 △ 45,476 △ 138,314 

 利息及び配当金の受取額 3,826 694 

 利息の支払額 △ 4,139 － 

 法人税等の支払額 △ 6,387 △ 3,137 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 52,176 △ 140,757 

  （省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【訂正後】Ｐ12～P18 
（1）連結貸借対照表 

 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成20年６月30日） （平成21年６月30日） 

 資産の部     

  流動資産 

     現金及び預金 135,809 98,981 

   受取手形及び売掛金 29,983 72,873 

   未収入金 30,872 28,345 

   その他 6,224 10,944 

   貸倒引当金 △ 19,989 △ 28,480 

   流動資産合計 182,900 182,664 

  固定資産     

   有形固定資産 

      建物及び構築物 870 － 

     減価償却累計額 △ 181 － 

     建物及び構築物（純額） 689 － 

    機械装置及び運搬具 258 － 

     減価償却累計額 △ 248 － 

     機械装置及び運搬具（純額） 10 － 

    その他 6,618 5,364 

     減価償却累計額 △ 4,592 △ 3,785 

     その他（純額） 2,025 1,579 

    有形固定資産合計 2,725 1,579 

   無形固定資産     

    ソフトウエア 307 1,371 

    その他 84 84 

    無形固定資産合計 391 1,455 

   投資その他の資産     

    投資有価証券 144,607 100,391 

    差入保証金 12,050 20,285 

    その他 9,198 17,839 

    貸倒引当金 △ 12,387 △ 15,003 

    投資その他の資産合計 153,468 123,513 

   固定資産合計 156,584 126,547 

  資産合計 339,484 309,212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成20年６月30日） （平成21年６月30日） 

 負債の部     

  流動負債 

     支払手形及び買掛金 675 83,874 

   短期借入金 － 105,300 

   未払法人税等 3,137 3,594 

   その他 11,780 8,580 

   流動負債合計 15,593 201,349 

  固定負債 

     繰延税金負債 － 167 

   固定負債合計 － 167 

  負債合計 15,593 201,516 

 純資産の部 

    株主資本     

   資本金 617,207 617,207 

   資本剰余金 522,663 522,663 

   利益剰余金 △ 794,885 △ 1,038,042 

   株主資本合計 344,985 101,829 

  評価・換算差額等 

     その他有価証券評価差額金 △ 30,292 232 

   評価・換算差額等合計 △ 30,292 232 

  新株予約権 9,198 5,634 

  純資産合計 323,891 107,696 

 負債純資産合計 339,484 309,212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（2）連結損益計算書 
 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

  （自 平成19年７月１日  （自 平成20年７月１日 

       至 平成20年６月30日）     至 平成21年６月30日） 

売上高 521,685 206,710 

売上原価 369,871 164,677 

売上総利益 151,813 42,033 

販売費及び一般管理費 424,384 218,729 

営業損失（△） △ 272,570 △ 176,696 

営業外収益 

   受取利息 3,221 664 

 受取配当金 605 30 

 持分法による投資利益 － 5,577 

 受取手数料 － 1,264 

 税金等還付金 － 3,002 

 その他 1,873 2,360 

 営業外収益合計 5,699 12,900 

営業外費用 

   支払利息 4,139 3,036 

 雑損失 677 15 

 その他 － 589 

 営業外費用合計 4,816 3,642 

経常損失（△） △ 271,686 △ 167,438 

特別利益 

   投資有価証券売却益 4,054 － 

 前期損益修正益 － 3,851 

 固定資産売却益 15 － 

 貸倒引当金戻入額 736 2,551 

 新株予約権戻入益 － 3,564 

 特別利益合計 4,806 9,966 

特別損失     

 前期損益修正損 9,999 － 

 投資有価証券評価損 146,286 58,422 

 投資有価証券売却損 1,334 7,633 

 固定資産売却損 － 8 

 固定資産除却損 5,252 － 

 貸倒引当金繰入額 17,325 13,656 

 自己新株予約権評価損 29,757 － 

 事務所移転損失 5,997 3,047 

 持分変動損失 44,153 － 

 特別損失合計 260,106 82,769 

税金等調整前当期純損失（△） △ 526,986 △ 240,241 

法人税、住民税及び事業税 3,068 2,915 

法人税等合計 3,068 2,915 

少数株主損失（△） △ 13,850 － 

当期純損失（△） △ 516,204 △ 243,156 

 
 
 



（3）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

（自 平成19年７月１日 （自 平成20年７月１日 

     至 平成20年６月30日）    至 平成21年６月30日） 

株主資本     

 資本金 

    前期末残高 617,207 617,207 

  当期変動額 

     当期変動額合計 － － 

  当期末残高 617,207 617,207 

 資本剰余金     

  前期末残高 522,663 522,663 

  当期変動額     

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 522,663 522,663 

 利益剰余金 

    前期末残高 △ 283,837 △ 794,885 

  当期変動額 

     連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 － 

   当期純損失（△） △ 516,204 △ 243,156 

   当期変動額合計 △ 511,048 △ 243,156 

  当期末残高 △ 794,885 △ 1,038,042 

 株主資本合計     

  前期末残高 856,034 344,985 

  当期変動額     

   連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 － 

   当期純損失（△） △ 516,204 △ 243,156 

   当期変動額合計 △ 511,048 △ 243,156 

  当期末残高 344,985 101,829 

評価・換算差額等 

   その他有価証券評価差額金     

  前期末残高 △ 8,612 △ 30,292 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 21,679 30,525 

   当期変動額合計 △ 21,679 30,525 

  当期末残高 △ 30,292 232 

 評価・換算差額等合計     

  前期末残高 △ 8,612 △ 30,292 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 21,679 30,525 

   当期変動額合計 △ 21,679 30,525 

  当期末残高 △ 30,292 232 

 
 
 
 
 
 



 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

（自 平成19年７月１日 （自 平成20年７月１日 

     至 平成20年６月30日）    至 平成21年６月30日） 

新株予約権     

 前期末残高 △ 20,559 9,198 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,757 △ 3,564 

  当期変動額合計 29,757 △ 3,564 

 当期末残高 9,198 5,634 

少数株主持分     

 前期末残高 150,223 － 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 150,223 － 

  当期変動額合計 △ 150,223 － 

 当期末残高 － － 

純資産合計     

 前期末残高 977,086 323,891 

 当期末残高     

  連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 － 

  当期純損失（△） △ 516,204 △ 243,156 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 142,146 26,961 

  当期変動額合計 △ 653,194 △ 216,195 

 当期末残高 323,891 107,696 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
 （単位：千円） 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

  （自 平成19年７月１日   （自 平成20年７月１日 

      至 平成20年６月30日）     至 平成21年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純損失（△） △ 526,986 △ 240,241 

 減価償却費 3,939 2,157 

 のれん償却額 2,858 － 

 負ののれん償却額 △ 146 － 

 為替差損益（△は益） 55 589 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 2,999 11,105 

 受取利息及び受取配当金 △ 3,826 △ 694 

 支払利息 4,139 3,036 

 投資有価証券売却益 △ 4,054 － 

 投資有価証券売却損 1,334 7,633 

 投資有価証券評価損益（△は益） 146,286 58,422 

 固定資産除却損 5,252 － 

 自己新株予約権評価損 29,757 △ 3,564 

 持分法による投資損益（△は益） － △ 5,577 

 事務所移転損失 5,997 3,047 

 売上債権の増減額（△は増加） 92,971 △ 42,889 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 92,857 － 

 前渡金の増減額（△は増加） △ 300 300 

 有価証券の減少額（増加額） 112,701 － 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,277 △ 4,498 

 差入保証金の増減額（△は増加） △ 14,599 － 

 長期前払費用の増減額（△は増加） 28,984 △ 4,205 

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 32,040 83,199 

 破産更生債権の減少額（増加額） 14,700 － 

 未払金の増減額（△は減少） 1,538 △ 6,242 

 未払費用の増減額（△は減少） △ 7,359 348 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △ 2,747 △ 632 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △ 7,274 968 

 その他 △ 36,791 △ 578 

 小計 △ 45,476 △ 138,314 

 利息及び配当金の受取額 3,826 694 

 利息の支払額 △ 4,139 － 

 法人税等の支払額 △ 6,387 △ 3,137 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 52,176 △ 140,757 

  （省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
【訂正前】Ｐ19 

   （省略） 
  当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 
    当社グループは、前連結会計年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業

キャッシュ・フローも２期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては 176,696 千円の

営業損失、170,379千円の経常損失、246,097千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナ

スを 140,763千円計上しております。 
   （省略） 
 
【訂正後】Ｐ19 

   （省略） 
  当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 
    当社グループは、前連結会計年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業

キャッシュ・フローも２期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては 176,696 千円の

営業損失、167,438千円の経常損失、243,156千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナ

スを 140,763千円計上しております。 
   （省略） 
 
  注記事項 
 （連結貸借対照表関係） 
【訂正前】Ｐ24 

前連結会計年度 

（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成21年６月30日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

    投資有価証券（株式）    91,217千円 

※２        ―――――― 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

    投資有価証券（株式）    93,854千円 

※２ 新株引受権（24千円）は、「新株予約権」に含めて

表示しております。 
 
【訂正後】Ｐ24 

前連結会計年度 

（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成21年６月30日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

    投資有価証券（株式）    91,217千円 

※２        ―――――― 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

    投資有価証券（株式）    96,794千円 

※２ 新株引受権（24千円）は、「新株予約権」に含めて

表示しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（1株当たり情報） 
【訂正前】 Ｐ39 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 
１株当たり純資産額            3,048.17円 

１株当たり当期純損失           5,000.05円 
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額             960.11円 

１株当たり当期純損失           2,383.74円 
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 
  （注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 
１株当たり当期純損失   

 当期純損失（千円） 516,204 246,097 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純損失（千円） 516,204 246,097 

 期中平均株式数（株） 103,240 103,240 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株式

の数20株）、第１回新株予約権（新

株予約権の目的となる株式の数

1,320株）、第２回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数16,830
株）、第４回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数2,430株）、

第５回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数270株） 

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株式

の数20株）、第１回新株予約権（新

株予約権の目的となる株式の数

1,320株）、第２回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数16,830
株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数270株） 

 
【訂正後】Ｐ39 

前連結会計年度 
（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額            3,048.17円 

１株当たり当期純損失           5,000.05円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額             988.59円 

１株当たり当期純損失           2,355.25円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 
  （注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 
１株当たり当期純損失   

 当期純損失（千円） 516,204 243,156 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純損失（千円） 516,204 243,156 

 期中平均株式数（株） 103,240 103,240 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株式

の数20株）、第１回新株予約権（新

株予約権の目的となる株式の数

1,320株）、第２回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数16,830
株）、第４回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数2,430株）、

第５回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数270株） 

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株式

の数20株）、第１回新株予約権（新

株予約権の目的となる株式の数

1,320株）、第２回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数16,830
株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数270株） 

      以上 


